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ラフティングラフティング＆＆パワースポットめぐりパワースポットめぐり
ツアーツアー in 大歩危・小歩危（徳島）

労働組合に加入して

パパ・ママ相談会パパ・ママ相談会府職労
女性部主催

これから妊娠を考えている方、妊娠中の方、
育休明けの方、パパになる方、グランパ・グ
ランマも！　誰でも参加できます。

2017年４月26日第2058号　（第三種郵便物認可）

豪華賞品をゲットしよう！豪華賞品をゲットしよう！
優勝・準優勝はもちろん、ブービー賞や飛び賞もたくさんご用意優勝・準優勝はもちろん、ブービー賞や飛び賞もたくさんご用意

再生紙を使用しています。

６月23日（金）
　18時30分受付　19時開始

日時日時

大歩危祖谷阿波温泉あわの抄宿　泊宿　泊

６月２日（金）19時30分集合・出発
６月４日（日）14時頃帰阪

日　時日　時

★観光オプション 3,000円（金刀比羅宮・かずら橋への送迎）
★ラフティング 9,500円（ウエットスーツ等のレンタル代も含む）

オプション料金

６月２日（金）
　19時30分　府庁集合・出発
　22時30分　「あわの抄」到着
６月３日（土）
　７時00分　朝食

　18時00分　夕食交流会
６月４日（日）
　７時00分　朝食
　10時00分　「あわの抄」出発
　　★吉野川ハイウェイオアシスでお買い物
　　★途中、サービスエリアで各自昼食
　14時00分　大阪着

〔パワースポットめぐり〕
　８時30分　「あわの抄」出発
　　★かずら橋観光
　　★金刀比羅宮での自由行動
　　　（各自昼食）
　16時30分　「あわの抄」到着

〔ラフティング〕　
　８時30分　「あわの抄」出発
　９時00分　ラフティング
　　　　　　（途中昼食）
　15時00分　終了・温泉入浴
　16時30分　「あわの抄」到着

おもな行程おもな行程

◆参加費　2,000円（貸靴・２ゲーム・交流会費込み）
★以下の方は参加費無料
　・2016年４月１日以降に採用された職員
　・2016年６月１日以降に加入した組合員
　・青年組合員（31歳以下の組合員）

◆申込みは３人１チーム、もしくは個人（１人）で受け付けています。
◆豪華賞品もたくさん用意しています。
◆職場の仲間や同期メンバーなど、みんなでわいわいご参加ください。
◆ボウリングの後は、表彰式と交流会も用意しています。
◆申込みはお近くの組合役員か府職労まで。

ボウリング大会

５.24市民集会
大阪市大阪市はは責任責任をもってをもって公的医療機関公的医療機関のの設置設置を！を！

５月24日（水）午後７時開始
西成区民センター・ホール

と　きと　き

ところところ

このままでは、医療空白　住吉市民病院の機能なくさないで

新規採用職員のみなさん新規採用職員のみなさん

府職労に加入すると近畿労働金庫（ろうきん）が利用できます。
ろうきんは労働者のためにつくられた〝もうけない〟金融機関です。

★コンビニや他の金融機関のATMで出金しても実質手数料無料
★給与天引きで知らず知らずのうちに貯蓄できる財形貯蓄（普通・住宅・年金）
　※募集は年１回のみ
★マイカーローンや教育ローンでは、組合員にはお得な金利が適用

お得に〝　　　　　〟を利用しよう　　　　ろうきん　　　　ろうきん　　　　ろうきん　　　　ろうきん
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◆基調講演「みんなのそばにある大阪のモヤモヤ」
　　　　　　　内田　樹さん（神戸女学院大学名誉教授）

◆モヤモヤ・プレゼンテーション
　　 大阪のサイフの話／先生が大阪から逃げてるってほんと？／市

民病院ロスで市の医療が荒廃!?／ゴミ処理はもう限界／下がり
っぱなしの公務員モチベーション

◆落語　笑福亭竹林さん
◆締めの「ふりかえり」
◆みんなで声を上げよう　平松邦夫さん　笑福亭竹林さん
　宿題資料：大阪市にもっと市民の声を！

５月17日（水）18:30～20:40(18:00開場)と　き

大阪市中央公会堂　大集会室ところ

27,000円（２泊３食・往復貸切バス・交流会費・旅行保険含む）参加費参加費
★青年組合員は参加費22,000円
★新規加入組合員は参加費15,000円

特別価格特別価格

心斎橋サンボウル場所場所
大阪市中央区西心斎橋２-９-28（☎06-6213-0303）

主催：大阪を知り・考える市民の会

主催：大阪弁護士会

５・21大阪大集会で共謀罪廃案を！
監視社会は、絶対あかん！市 民 集 会

と　き ５月21日(日) 14：00～15：00

ところ 靱公園
※集会終了後パレード予定

　「妊娠したいけど大丈夫かなぁ」「働きながら子育てできるかな」「妊
娠したらどんな制度が使えるの？」「保育園に入れるかな…」などな
ど、妊娠・出産・子育てに不安を感じていませんか。ここでは、妊娠・
出産・育児に関する制度の話、妊娠中の働き方や過ごし方など、ために
なる話がたくさん聞けます。妊娠中から子育てのスタートです。初めて
の妊娠の方は、特にご参加ください。

と　きと　き ５月27日（土）PM２：00～３：30

府職労　会議室（大阪府庁横の旧職員会館）ところところ

●個別相談もお受けできます。
●子連れで参加できます。
●参加費は無料です。
●育休中の方にもお声かけください。
●組合員でない方は当日加入できます。
●お問い合わせ・お申し込みは、お近くの組合役員か
　府職労まで　☎06-6941-3079

お待ち

してます♪

大阪都構想の住民投票から２年。大阪のことを知ろう。大阪都構想の住民投票から２年。大阪のことを知ろう。

市民大集会パート２市民大集会パート２ 大阪大阪問題問題

入場無料

お問い合わせは府職労まで　☎06-6941-3079

~大阪の母と子どもたちに、
　いま必要なものを考えよう
　住吉市民病院の機能を通して見えるもの~
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